
※この展示会は、緑産株式会社 新十勝営業所と北海道カスタマーセンターのオープン記念として、出展各社のご支援を受けて開催いたします。
農業、建設、林業、木質バイオマス、循環型環境社会づくりに関連する方々の多数のご来場をお待ちしております。

緑産株式会社 オーストリア大使館商務部　北海道　㈱十勝毎日新聞社　十勝農業機械協議会　CHB北海道木質バイオマス機械協議会

農業・酪農用機械、建設機械、林業機械、木質破砕機、トラック、エコカー、工具、木質バイオマスボイラー 他

講演：北海道ゼロカーボンに向けた取り組みについて 他

とかち大地の機械フェア事務局　（緑産㈱十勝営業所） 〒080-2459 北海道帯広市西 19 条北 2丁目 4-25
0155(38) 2756   Fax 0155 (35) 2757　　 tokachi-dmf @ ryokusan.co.jp　　www.tokachi-dmf.ryokusan.co.jp

お問い合わせ



7月 1日（金）10:00~12:00（受付9:45より）
会場：緑産㈱十勝営業所  2Fセミナーホール ／ 人数制限有・先着順

① 10:00~「北海道ゼロカーボンに向けた取り組みについて（仮題）」
講師：北海道 環境生活部 ゼロカーボン推進局

② 11:00~木質バイオマスボイラーの基礎知識と実機案内（構内）
講師：緑産株式会社 プロジェクト部

参加申込について：WEBまたは FAXにて事前登録いただけると幸いです。

ＷＥＢ申込 https://www.tokachi-dmf.ryokusan.co.jp/seminar/

ＦＡＸ申込 右記の欄にご記入の上、本紙面をそのまま、FAX 0155(35)2757宛に送信ください。

( 機械展示エリア )※50音順
㈱アクティオ／㈲アグリインデックス／㈱ヰセキ北海道／インタートラクターサービス㈱／エム・エス・ケー農業機械㈱
㈱奥原商会／㈲帯広農機／北海道オリオン㈱／㈱嘉藤農機／㈱共成レンテム／釧路トヨタ自動車㈱／コマツ道東㈱
㈱土谷特殊農機具製作所／デラバル㈱／㈱中島自工／ナラサキ産業㈱／日本キャタピラー(合)／日本ニューホランド㈱
東北海道いすゞ自動車㈱／東北海道日野自動車㈱／日立建機日本㈱／北海道運搬機㈱／㈱北海道クボタ／宮本機械㈱
ヤンマーアグリジャパン㈱／UDトラックス道東㈱／緑産㈱　他

（飲食エリア）飲み物や軽食屋台の出店も予定しております。

（その他催し） 6月30日 12:30 帯広市郷土芸能 (平原太鼓 ) ／ 7月 1日 14:00 景品抽選会

芽室帯広 IC から東へ4.5km
音更帯広 IC から南へ 7km
帯広駅から車で約20分

とかち帯広空港から車で約40分
新千歳空港から車で約2時間 30分

 駐車場約 150台程度用意
※ 駐車場入り口は、会場西側にございます。

当日入場受付票（ドリンク・軽食チケット引換券）

お名前 *

ご職業 *
( 業種 )

興味のある製品 *

□ 同セミナーに参加申込します。（ をつけてください）

参加者名
（代表）

貴社名
団体名

出席予定者数
計 名

返信先 FAX 番号：

電話番号：

連絡欄：

□ 農家・農業関係 □ 酪農家　□ 農協・団体職員 □ 商社・販売業　□ 機械修理業
□ 林業関係 □ 製材・チップ製造業　□ バイオマス発電関連業
□ 建設業関係 □ 環境・リサイクル業 □ 行政・地方公共団体　□ 研究・教育
□ コンサルタント □ サービス業　□ 学生　□ その他

　　　 □ トラクター　□ 農器具　□ 酪農用機械　□ バイオガスプラント
□ ホイルローダー　□ フォークリフト　□ バックホー　□ トラック
□ 林業機械　□破砕機　□バイオマスボイラー　□エコカー (HV/PHV/EV)

貴社名／団体名

ご所属・役職

電話番号

所在地（ご自宅住所の場合は番地不要）
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とかち大地の機械フェア事務局
（緑産㈱十勝営業所）
〒080-2459　北海道帯広市西 19 条北 2丁目 4-25
TEL 0155(38) 2756   FAX 0155 (35) 2757

tokachi-dmf @ ryokusan.co.jp
https://www.tokachi-dmf.ryokusan.co.jp/

当日、本部テントにて受付をされた方に、会場内のドリンク・軽食チケットをお渡しします。
この受付票※または名刺を受付係にお渡しください。（※受付票は予めご記入いただくとスムーズです）

お問い合わせは
こちら

※上記は、予定のものであり、今後の新型コロナウイルス感染症等の情勢次第では、開催にあたっての内容に変更が生じる可能性がございます。
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※北海道釧路方面帯広運転免許試験場近く
十勝地区トラック協会と隣接しています。

キリトリ
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